
 

平成３０年度事業報告書 

 
NPO法人日本パークレンジャー協会 

Ⅰ 事業期間 
 
 平成３０年４月１日～平成３１年３月３１日 

 
Ⅱ 事業の成果 

① ９名の新規自然体験活動リーダーを育成できた。 

② 自然体験活動として、ハイキングやデイキャンプ、自然のクラフトなどを実施し自然の大切さを伝えることができた。 

③ 里山環境の保全事業として、府民の森において森林整備や人工林の整備、竹林の整備等の活動を実施した。 

④ 府民の森くろんど園地でホタルの調査と、ちはや園地においてホタルやムササビの調査を行なった。 

⑤ 他団体の支援として、交野わんぱく村、小学校や高等学校の教育委員会のサポート等を行なった。 
 
Ⅲ 事業の実施状況 
 １ 特定非営利活動に係る事業 
  (1) 自然体験活動リーダー等養成事業 
  【内  容】   自然体験活動のリーダーを目指す方々の研修 
  【実施場所】   大阪府民の森他 
  【実施日時】   通年 
  【事業の対象者】 養成基礎講座受講生 
  【収  入】   １０５，５００円 
  【支  出】   ７４，１３１円 
 
  (2) 自然体験活動における福祉事業 
  【内  容】   心身障がい者向けハイキングや自然散策 
  【実施場所】   大阪府民の森内 
  【実施日時】   通年 
  【事業の対象者】 助成金事業参加者 
  【収  入】    ０円 
  【支  出】    ０円 
 
  (3) 環境保全調査事業及び自然災害時の援助活動事業 
    【内  容】   府民の森を中心とした環境調査及び自然災害時の援助 
    【実施場所】   大阪府民の森内 
    【実施日時】   通年 
    【事業の対象者】 正会員 
    【収  入】   0円 
    【支  出】   0円 
 

(4) 自然体験活動としてのイベント事業 
    【内  容】   府民の森を訪れる方々を対象に、自然のおもしろさや不思議さを自然体験 
      活動を通して感じてもらい、自然の大切さをもう一度考えてもらう 
    【実施場所】   大阪府民の森内 
    【実施日時】   通年 
    【事業の対象者】 イベント参加者（一般） 
  【収  入】   ３２４，７００円 
  【支  出】   ５７７，６９４円 
 
  (5) 里山環境及び文化を保全及び継承する事業 
    【内  容】   生物多様性の源にもなっている里山を守り、次世代につなぐ 
    【実施場所】   大阪府民の森内 
    【実施日時】   通年 
    【事業の対象者】 正会員 
  【収  入】   ０円 
  【支  出】   ２０７，６７７円 
  (6) 他団体への支援活動 
    【内  容】   学校や子供会等が自然体験活動及び環境保全活動等を行う際の支援をする 
    【実施場所】   大阪府民の森他 
    【実施日時】   通年 



 

    【事業の対象者】 他団体 
  【収  入】   ６５６，０００円 
  【支  出】   ７２６，２７９円 
 
Ⅳ 社員総会の開催状況 
 
 通常総会 
（日 時）  平成３０年４月１日 午前１０時００分から午後１２時００分 
（場 所）  大阪市立西区民会館 第四会議室 
  （大阪市西区北堀４－２－７） 
（社員総数） ８８名  
（出席者数） ４２名＋２４名（委任状） ６６名 
（内 容）   第１号議案  Ｈ２９年度事業報告と収支決算報告について 
   審議の結果，満場一致をもって異議なく可決決定した。 
  第２号議案  Ｈ３０年度事業計画及び事業予算案について 
   審議の結果，満場一致をもって異議なく可決決定した。 
        第３号議案  役員任期満了につき改選の件 

理事長 理事 監事の解任 
               新理事長 理事 監事の承認 
        第４号議案議事録署名人について 
                                議事録署名人 満場異議なく議事録に署名 
 
Ⅴ 理事会その他の役員会の開催状況 
 
 第一回運営委員会 
（日 時）  平成３０年４月３日 午後７時から９時 
（場 所）  NPO法人日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２丁目１０番２２号） 
（出席者数） １０名 
（内 容）  総会の報告、２６期生の養成講座の報告、組織体制について、情報共有の見直しについて、園地活動

の報告について、その他 
 
 第二回運営委員会 
（日 時）  平成３０年５月１日 午後７時から９時 
（場 所）  NPO法人日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２丁目１０番２２号） 
（出席者数） １２名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議に報告について、林野庁近畿中国森林管理局のイベント参加について、各園

地の近況について、各園地活動の報告について、他 

 
 第三回運営委員会 
（日 時）  平成３０年６月５日 午後７時から９時 
（場 所）  NPO法人 日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２） 
（出席者数） １０名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議に報告について、下期の事業計画について、みどり公社への報告内容につい

て、２６期生の養成講習について、各園地の状況について、衛生注意：食中毒について、他 
 
 第四回運営委員会 
（日 時）  平成３０年７月３日 午後７時から９時 
（場 所）  NPO法人 日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２） 
（出席者数） １１名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、下期のイベント計画について、豪雨に

よる園地活動の注意について、園地のナラ枯れの状況について 
他  

 
 第五回運営委員会   
（日 時）  平成３０年８月７日 午後７時から９時 
（場 所）  NPO法人 日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２（株）コーシンビル３階） 
（出席者数） ７名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、下期の事業計画の確認と見直しについ

て、下期の総会の内容について、各園地の状況について 
       他 
 



 

 
 第六回運営委員会 
（日 時）  平成３０年９月６日 午後７時から９時 
（場 所）  NPO法人 日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２（株）コーシンビル３階） 
（出席者数） ７名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、下期総会の実施要領について、下期の

催しのチラシ配布について、 
       台風によるイベントの状況について、環境省のHPについて、他 
 
 第七回運営委員会 
（日 時）  平成３０年１０月２日 午後７時から９時 
（場 所）  NPO法人 日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２） 
（出席者数） ８名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、下期総会の中止報告（台風）、２０１

９年度のパークレンジャー養成講座の進め方について、園地の被害状況について、他 
  
第八回運営委員会 
（日 時）  平成２９年１１月６日 午後７時から９時 
（場 所）  日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２） 
（出席者数） １３名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、台風・豪雨による園地活動の状況につ

いて、２０１９年度の事業計画について、２７期生の募集ついて、他 

 
 第九回運営委員会 
（日 時）  平成３０年１２月４日 午後７時から８時 
（場 所）  日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２） 
（出席者数） １１名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、Ｈ３１年事業計画（案）について 

Ｈ３１年度養成講座の計画について Ｈ３１年度の安全管理・救急法の必修研修について、他 

 
 第十回運営委員会 
（日 時）  平成３１年１月８日 午後７時から９時 
（場 所）  日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２） 
（出席者数） １３名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、 

Ｈ３１年事業計画の査定と検討、緊急時の安全管理について、、他 

 
 第十一回運営委員会 
（日 時）  平成３１年２月５日 午後７時から９時 
（場 所）  日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２） 
（出席者数）  １２名 
（内 容）  みどり公社との連絡会議でのイベントの報告の内容について、Ｈ３０年度1月報告、２月イベントに

ついて、安全取り組みについて、屋外研修の計画について、他 
 
第十二回運営委員会 
（日 時）  平成３１年３月５日 午後７時から９時 
（場 所）  日本パークレンジャー協会 事務所 
  （大阪市阿倍野区松崎町２－１０－２２） 
（出席者数） ４名 
（内 容）  みどり公社との連絡会儀でのイベントの報告の内容について、 

Ｈ３１年度の総会準備について、Ｈ３１年度２７期生の説明会について、 
府民の森の森つくりについて 他 


